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米韓米韓米韓米韓ののののミサイルミサイルミサイルミサイル防衛協力防衛協力防衛協力防衛協力がががが持持持持ちうるちうるちうるちうる地域安全保障地域安全保障地域安全保障地域安全保障へのへのへのへの影響影響影響影響    

――――米韓同盟米韓同盟米韓同盟米韓同盟のののの役割拡大役割拡大役割拡大役割拡大―――― 

 

研究部第６研究室教官 渡邊 武 

 

米韓同盟は、朝鮮半島域外の北東アジアにおいて直接的な役割を担ってこなかった。主

な原因は対中関係への影響を懸念する韓国の姿勢である。それがよく反映されていたのが、

韓国のミサイル防衛への不参加であった。韓国は弾道ミサイル防衛における公式の対米協

力を避けることで、対中政策においてアメリカの同盟国としての立場をあえて不明確にす

る方針を採っていたのである。しかし2009年10月の米韓安保協議会議（SCM）共同声明で

は、事実上の米韓ミサイル防衛協力が約された。両国ともに公開の議論で同盟の中国問題

への対応を直接唱えているわけではないが、北朝鮮のミサイルへの対処能力も対中安全保

障に影響を及ぼす。北朝鮮問題に起因する米韓協力が結果として、同盟の対中安全保障に

おける役割形成の契機となる可能性がある。 

 

ミサイルミサイルミサイルミサイル防衛否定防衛否定防衛否定防衛否定からからからから肯定肯定肯定肯定にににに変変変変わるわるわるわる韓国韓国韓国韓国のののの態度態度態度態度    

 韓国は2000年代以降、ミサイル防衛に関連する装備を導入し続けている。それにもかか

わらず、米国主導のミサイル防衛構想への参加を韓国が表明することはなかった。こうし

た姿勢の背景には中国への配慮があった。こうした韓国のミサイル防衛への消極姿勢が変

化しつつある。その動機となっているのは中国ではなく北朝鮮への対処ではあるものの、

ミサイル防衛を忌避することで対中関係を安定させるという従来の韓国の方針は維持され

にくくなるだろう。 

 2009年 10月1日の『国防日報』でのインタビューにおいて韓国国防部の張秀萬次官は、

制約された財政条件でも北朝鮮の核・ミサイルの脅威に対処するための予算は充分に計上

したと述べた。9 月 29 日の同紙によると国産駆逐艦（KDX-III、イージス艦）が予算削減

を逃れた理由はこの点にある。つまり国防部はイージス艦導入をミサイル攻撃に対する防

衛力として正当化している。この事実は韓国のミサイル防衛をめぐる議論が2000年代前半

とは大きく異なっていることを示している。KDX-III計画が具体化しつつあった約7年前、

2002 年 5 月 10 日、韓国海軍はイージス導入の目的がミサイル対処ではないとする声明を

発表した。当時の韓国政治では、ミサイル防衛との関連を否定することがKDX-IIIの正当

性を示す上で重要だったのである。これに対し現在の国防部はKDX-III事業の説得力ある

根拠として、ミサイル対処の必要性を説いている。韓国のミサイル防衛への態度は否定か

ら肯定へと大きく変わったと言えるだろう。 

 この変化が示しているのは、国防部がミサイル防衛への関心を持つようになったという

ことではない。そうではなく、韓国軍はもともとミサイル防衛に関心があり、変化したの
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は国内政治である。韓国国防部はKDX-IIIによるミサイル防衛を明確に否定していた当時

から、そうした能力の確保に実は積極的だと解釈可能な動きを見せていた。例えば国防部

がKDX-IIIの防空システムにイージス導入を決めたとき米国に提供を要請していたのは戦

域弾道ミサイル防衛構想とも密接に関わっていたSM-2 Block IVである。結局、国防部は

前述の国内の疑念を意識したのかSM-2 Block IV導入を取りやめた模様で、現在のKDX-III

に搭載されているのはSM-2 Block IIIA/Bとなっている。しかし一度はBlock IV導入を試

みたという経緯は、国防部がミサイル防衛に関与する機会を探っていた可能性を示してい

る。 

 実際、イージス導入決定後、北朝鮮の核外交によりミサイルの脅威が韓国世論に強く認

知されるようになると国防部は、ミサイル防衛への積極姿勢を示唆するようになった。2003

年6月19日の国会・国防委員会において金善奎・国防部政策企画局長は、北朝鮮のミサイ

ルによる脅威に対処する能力を持つべきだと表明した。同時に金局長は、米国からミサイ

ル防衛参加を要請されれば国際的動向などを考慮しつつ検討したいと述べた。つまり韓国

政治における関心の高まりを受けて国防部は、ミサイル防衛への参加可能性を以前ほど明

確に否定しなくなったのである。 

 

独立性独立性独立性独立性のののの強調強調強調強調からからからから米韓協力米韓協力米韓協力米韓協力へへへへ移行移行移行移行のののの兆兆兆兆しししし    

 ただし韓国が実際にミサイル防衛参加を表明するには至っていない。実は韓国国防部が

この問題で強調していたのは米韓協力よりも、日米との違いや韓国の独立性だった。独立

性の重要な根拠の一つは、KDX-III によるミサイル防衛が SM-3 ではなく SM-2 で構成され

ている点である。例えば2009年4月1日の国会国防委員会での李相憙・国防部長官の答弁

によると、韓国は中・短距離ミサイル対処（下層防衛）を重視する韓国型ミサイル防衛(KMD)

を推進中のため、長距離ミサイルを主目標とする SM-3 を導入中の日米と異なり、SM-2 を

採用しているという。こうした説明でKMDという名称が示す独自性に具体的な姿を与えて

いるのは、SM-3 でなく SM-2 を用いているという事実である。下層防衛の重視だけでは、

優先順位の違いにすぎない。優先順位が装備の違いに結びついていることが、米軍から独

立したシステムの存在に政治的な説得力を与えているのである。 

 しかし米韓協力の印象を避ける上述のような韓国の立場も修正される可能性がある。41

回SCM共同声明（2009年10月22日）でロバート・ゲイツ米国防長官は、ミサイル防衛能

力を韓国への拡大抑止提供に用いると約した。もし韓国軍がミサイル対処能力を米軍の情

報や装備で補完するのであれば、KMD は独立したシステムとしての明示的な特徴を持つと

は言えない。また新ミサイル防衛計画（2009年9月公表）に基づき米国が韓国に協力する

場合、短距離ミサイルへの対応も将来的には、SM-2 ではなく SM-3 によってなされること

になる。つまり、いかなるミサイルへの対処に重点をおくべきかという防衛上の優先順位

の違いが、韓国の独立性に説得力を与えるような装備の明示的違いに帰結しなくなる。新

計画公表時の記者会見（9月17日）にゲイツ長官と共に出席したジェームズ・カートライ

ト米統合参謀本部副議長の説明によれば、日米共同開発の SM-3 Block IIA や地上用 SM-3
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の配備を経て、中・短距離ミサイルへの防衛システムが著しく強化されることとなる。副

議長はまた、イージス艦を持つ同盟諸国に装備更新による責任分担を求める姿勢も明らか

にした。従ってKDX-IIIを擁する韓国軍もSM-3を基軸とするシステムの導入により能力を

高める必要があるということになろう。 

 以上のような、既存の KMD より韓国の独立性が低い米韓協力につながり得る 41 回 SCM

の合意が実行されるためには、これに対する韓国国内の制約が弱まる必要がある。韓国政

府がそのような見込みを持たない限り、米韓ミサイル防衛協力の合意はなかったはずであ

る。実はSCMに先立ち、韓国国会の保守系多数派ハンナラ党を中心とするミサイル防衛強

化論が、2009年4月の北朝鮮ミサイル問題を契機として活発化していた。例えば4月5日

の国防委員会でハンナラ党の金東聖議員は、SM-3を導入する日本はミサイル要撃能力を持

つが、韓国のシステムは不十分だとしてミサイル防衛への全面的参加を主張した。こうし

た議論が国内政治で表れるようになったことを踏まえ国防部は、SCM で米国にミサイル防

衛能力提供を求めたのだろう。 

 

朝鮮半島域外朝鮮半島域外朝鮮半島域外朝鮮半島域外のののの北東北東北東北東アジアアジアアジアアジアにおけるにおけるにおけるにおける米韓同盟米韓同盟米韓同盟米韓同盟のののの役割役割役割役割    

 ここまで見てきた韓国のミサイル防衛に関する議論の変化は、直接的には北朝鮮問題を

契機としている。しかし米国のミサイル防衛計画に関与を深める際に韓国は、対米同盟国

として、北朝鮮だけでなく中国の軍事力に対処する能力も高めることになる。それこそが、

かつて韓国政府がミサイル防衛における米韓協力を避けてきた理由であった。現在も北朝

鮮に備える軍事能力が対中関係にも影響を与える構造が崩れたわけではない。むしろ新ミ

サイル防衛計画では大国に対処する能力が従来システムに比して強まる可能性さえある。

例えば、前述のカートライト副議長の会見によれば、新計画はこれまでのミサイル防衛よ

り、はるかに多数の目標に対処する技術の確保が目指されている。つまり、敵対国の弾頭

数が限定されるという従来のミサイル防衛の前提を、新計画は共有していない。開発が順

調に進めば米国のミサイル防衛は、中国のような弾頭数が多い国家に対応する能力を著し

く高めることになる。 

 もし米韓の国防当局が、南北朝鮮関係をこえる大国間の安全保障にミサイル防衛が与え

得る影響を認識しているとすれば、両国はミサイル防衛協力とともに中国を中心とする北

東アジア地域における同盟の直接的役割の検討も進めることとなろう。実際41回SCMの議

論には、ミサイル防衛協力のみならず、米韓同盟の役割を半島域内から周辺地域に拡大す

る動きが示されていた。2009年10月22日、ゲイツ国防長官はSCMでの協議の焦点が北朝

鮮問題などに加えて、地域の安全保障での韓国の役割拡大にもあったと説明した。韓国が

対米同盟国として地域の安定に貢献すること自体はSCMでも目新しい議論ではない。しか

し従来のSCMで表明されてきたことは、両国が北朝鮮問題で協力することによる地域安全

保障への貢献である。ゲイツ長官が説明したような、北朝鮮とは別個の課題としての北東

アジアの安定ではない。 

 例えば韓国の盧武鉉・前政権下で最後の39回SCM共同声明（2007年11月）においても
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既に地域安全保障における米韓同盟の役割は言及されていたものの、それは朝鮮半島の安

定の延長として同一項目で扱われていた。この声明が謳っていたのは在韓米軍が引き続き

（continuously）朝鮮半島と北東アジアの安全保障に貢献すること（5 段落）や、米韓連

合軍態勢が半島と地域の安定のため維持されるべきこと（should be maintained、7段落）

にすぎない。こうした継続性を示す表現を用い、朝鮮半島と並べて言及される北東アジア

の安全保障とは、北朝鮮問題とほとんど同義である。なぜならば、従来の在韓米軍は半島

域外の北東アジアにおける安全保障に直接的に関わる機能を与えられておらず、既存の米

韓連合軍態勢も北朝鮮対処だけに集中しているからである。こうした状態が継続する限り、

米韓同盟が直接的に関与するのは半島域内に限られ、北東アジア安全保障へは北朝鮮抑止

の結果として貢献することになる。つまり中国軍の急速な発展など、北朝鮮問題が独立変

数とはならない広義の地域安全保障は、39回SCM共同声明の範囲外である。北東アジアの

安定が北朝鮮問題の成否に依存する課題としてのみ言及されるのは、以前から見られた特

徴だった。 

 これに対して2009年の41回SCMの声明は、北朝鮮問題とほぼ同義の北東アジア安全保

障でなく、それとは明白に別の課題としての地域の安定に同盟が貢献することを宣言して

いる。同声明によれば、米韓同盟は地域の平和と安定、繁栄を促進する上で重要な役割を

担っており（plays a significant role）、両国は地域と世界における多国間安全保障を

進めるという。ここで共同声明は従来とは異なり、地域的安全保障を述べる際に北朝鮮に

触れていない。このような記述が示唆しているのは、米韓同盟で北朝鮮問題の延長ではな

い地域的安全保障に関与するための作業が進められているということである。米中に二極

化された北東アジアの構造を踏まえるならば、北朝鮮以外の地域的安全保障の懸案とは中

国を中心としたものと言ってよい。 

 41 回 SCM 共同声明が同盟の機能を地域的に拡大する動きを反映しているのだとすれば、

韓国・李明博政権発足がその契機だろう。なぜならば同様な記述が初めて出されたのは、

同政権下で初めての40回SCM（2008年 10月）からだからである。このときの声明で米韓

は同盟が地域の安定に重要な役割を担える（can play an important role）と合意した。

上述の通り翌年・41回SCM声明が「担える」ではなく「担っている」という表現を用いて

いることは、40 回から 41 回 SCM までの約一年間で、米韓同盟の地域的役割を定義する議

論が一定の成果を見たということかもしれない。実際、2009 年 6 月 16 日の米韓同盟共同

ビジョンは、アジア太平洋での信頼や透明性の向上などの課題に取り組んでいくと宣言し

ていた。米韓は、中国が急激に台頭しつつあるこの地域において、北朝鮮問題をこえた安

全保障上の課題に関与する姿勢を示しつつある。 

 

終終終終わりにわりにわりにわりに    

 米韓がミサイル防衛で連携することは、対米同盟協力の対中安全保障への影響を避ける

韓国の姿勢が変化することにつながり得る。米韓がこの点を認識しているとすれば、ミサ

イル防衛協力は、同盟の地域的な機能を形成する作業の一部分として進められることとな
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ろう。北朝鮮の瀬戸際政策を懸念する韓国のミサイル防衛への姿勢変化は、結果として米

韓同盟の朝鮮半島域外の北東アジアにおける機能を形成する契機となる可能性がある。 
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